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                           法政大学図書館2013年1月改訂 
 

 

 

 

◆請求記号：図書館資料の背に貼られたラベルの番号。 図書館の資料は請求記号順に並べられています。いわば本の住所のようなものです。 

◆DB：データベースは学内のネットワーク環境で利用することができます。ほとんどのデータベースは、VPN接続により学外からも利用可

能です。詳細は法政大学図書館HP（ http://www.hosei.ac.jp/library/ ）「オンライン・データベース」より確認してください。   

 

キーワード 
 

▷ OPAC や各種データベースを検索する際には適切なキー

ワードが必要です。辞書・辞典などから関連キーワードを

探しましょう。 

 

中央公論、キング、少年倶楽部、江戸川乱歩、田川水泡、

少女の友、コドモノクニ、竹久夢二、中原淳一、高畠華

宵、松本かつぢ、赤い鳥、金の星、文部省唱歌、帝国劇

場、宝塚少女歌劇団、芸術座、東京歌劇座、浅草オペラ、

活動写真、弁士、ラジオ放送、乳酸飲料、ウイスキー、

関東大震災、丸ビル、看板建築、カフェー、モボ・モガ、

洋装・洋髪、市電、円タク、集合バス、自動電話、心霊

学、飛行船 

 

イメージをつかもう 
 

▷ 「大正期前後の風俗とは？」 

辞書や辞典を引いて概略をつかみましょう。検索キーワー

ドを増やすのにも役立ちます。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

生活学事典 / 日本生活学会

編．ティビーエス・ブリタニカ，

1999 

市・B1F参考 

多・1F参考 
365/47//R 

365/130//R 

大衆文化事典 / 石川弘義［ほ

か］編．弘文堂，1991 

市・B1F参考 

多・1F参考 
361.5/29//R 

210/81//R 

演劇百科大事典 / 早稲田大学

演劇博物館編．平凡社，

1960-1962 

市・B2F参考 

多・1F参考 
770/49//R 

770/49//R 

 

DB  Japan Knowledge 

「日本大百科全書」「国史大辞典」などをオンラインで調べ

ることもできます。 

 

DB  ブリタニカ・オンライン・ジャパン 

 

図書を探そう 
 

■直接本棚に行って探す 

図書はNDC（日本十進分類法）の順に並んでいます。 

直接図書館の本棚を探す場合には、分類番号をメモして行

きましょう。 

 

 

分類番号 分野 

210.1 文化史 

367.2 婦人・女性史 

382 風俗史．民族誌 

383 衣食住の習俗 

384 社会・家庭生活の習俗 

702 芸術史．美術史 

775 各種の演劇 

779 大衆演芸 

790 諸芸．娯楽 

910.26 近代：明治・大正・昭和文学 

 

■OPACで調べる 

OPAC を使って法政大学の蔵書を調べられます。所蔵館や

配架場所、請求記号を確認しましょう。他館からの取り寄

せも可能です。 

法政大学図書館HP ≫ OPAC（法政大学蔵書検索） 

http://opac.lib.hosei.ac.jp/ 

 

■入門書を読んでみよう 

入門書に掲載されている参考文献・引用文献から関連図書

を探すこともできます。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

知っ得明治・大正・昭和風俗文化

誌 / 國文学編集部編．學燈社，

2007 

市・1F 910.6/KO 

百貨店の誕生 / 初田亨著．三省

堂，1993 
多・B1F 673/119 

漫画に描かれた明治・大正・昭和 

/ 清水勲編著．教育社，1988 

市・B2F 

多・B1F 
210.6/35 

210.6/71 

 

■国内で出版されている図書を探す 

DB  BOOKPLUS 

昭和元年から現在までに出版された約 400 万件の本の情報

を検索できます。 

 

DB  CiNii Books 

全国の 1,200 以上の大学図書館等が所蔵する図書の情報を

検索できます。 

大正期前後の風俗 

調べ方の近道ガイド 

http://www.hosei.ac.jp/library/
http://opac.lib.hosei.ac.jp/
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論文や雑誌記事を探そう 
 

▷ 研究に必要な文献は図書として出版されるほかに雑誌に

論文として発表されているものがあります。 

雑誌記事・論文を探すには①論文タイトル・掲載雑誌名・

巻号を検索し②OPACで該当雑誌の所蔵を確認します。 

 

■記事索引データベース 

DB  CiNii Articles 

学術論文や雑誌記事の情報を検索できます。一部の論文は

本文をPDFで見られます。 

 

DB  MAGAZINEPLUS 

一般雑誌から学術雑誌まで、各種雑誌記事の情報を検索で

きます。 

（一例） 

論文・記事情報 

「「活動写真」から「映画」への用語の転換に見る映画と

学校教育との接近について— 1920 年代半ばの関猛の言説

の分析から」佐藤知条『教育メディア研究』16（1），29-39，

2009 

「大正期の寶塚少女歌劇團の舞踊活動についての考察」國

﨑彩『演劇研究センター紀要VIII 早稲田大学21世紀COE

プログラム〈演劇の総合的研究と演劇学の確立〉』8，

311-329，2007 

「文部省唱歌に見られる日本の景観描写とその風景観に

関する研究：高野辰之の作品について（2002年度大会（北

陸）学術講演梗概集）」堀越哲美,堀越英嗣『学術講演梗概

集．計画系』D-1，715-716，2002 

 

■専門雑誌を探す 

気に入った論文・記事が掲載されている専門雑誌が見つか

ったら、通覧してみるのも一つの方法です。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

『風俗：日本風俗史学会会誌』

日本風俗史学会 
市B1F･B3F A7d/74 

『風俗史学：日本風俗史学会会

誌』日本風俗史学会 
市B1F･B3F A7d/74 

『風俗画報 １号（明 22.2）

-478号（大5.3）複製版』明治

文献 

市B1F･B3F A7d/163 

『童話 復刻版』岩崎書店 多・4F A7c/585 

『金の船 復刻版』ほるぷ出版 多・4F A7c/641 

『おとぎの世界 復刻版』岩崎

書店 
多・4F A7c/669 

新聞記事を探そう 
 

▷ 社会的な出来事や事件・事故など、時間の流れを追って

調査できます。過去の社会の様子を知るのにも有効です。 

 

■原紙／縮刷版 

館内の新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそ

のまま縮小して印刷したものです。巻頭の索引を使うと関

連するテーマの新聞記事が検索できます。 

 

■データベース 

キーワードや日付から検索して本文を読むことができます。 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵
きくぞう

IIビジュアル  朝日新聞 1879－ 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874－ 

日経テレコン21 日本経済新聞 1876－1958,1975－ 

毎索
まいさく

 毎日新聞 1872－ 

 

専門的な情報を探してみよう 
 

▷ さらにテーマを掘り下げるために専門書や関連分野の資

料を探してみましょう。 

（一例） 

資料情報 配架場所 請求記号 

絵で見る明治・大正礼儀作法事典 

/ 綿抜豊昭，陶智子編著．柏書房，

2007 

市・B 2Ｆ参考 

多・1F参考 

385/58//Ｒ 

385/120//R 

明治・大正家庭史年表： 

1868→1925 / 下川耿史，家庭総

合研究会編．河出書房新社，2000 

多・1F参考 210.6/442//R 

近代日本食文化年表 / 小菅桂子

著．雄山閣出版，1997 

市・B 1Ｆ参考 

多・1F参考 

383/54//Ｒ 

383/379//R 

大正ニュース事典 / 大正ニュー

ス事典編纂委員会，毎日コミュニ

ケーションズ出版事業部編．毎日

コミュニケーションズ，

1986-1989 

市・B 1Ｆ参考 

多・1F参考 

小・B 1Ｆ 

210.6/155//Ｒ 

210.6/39//R 

210.69/Ta24// 

日本風俗史事典 / 日本風俗史学

会編．弘文堂，1979 

市・B 1Ｆ参考 

多・1F参考 

382.1/11//Ｒ 

382/163//R 

 

困ったときは・・・ 
 

探している図書・雑誌などの資料が本学図書館にない場合

は、レファレンスカウンターに相談してください。 


